
ラベルの
記号

904 異界へいざなう女 恋田知子 平凡社 3-0500480017
児研
909

物語の森へ
東京子ども図書
館／編

東京子ども図書館 3-0500498247

910/ｸ 夫・車谷長吉 高橋順子 文藝春秋 3-0500487190
910/ｺ 小林秀雄と河上徹太郎 坂本忠雄 慶應義塾大学出版会 3-0500477012

910/ﾑ
村上春樹「騎士団長殺し」
メッタ斬り！

大森望 河出書房新社 3-0500480012

ティーンズ
911.3

１７音の青春　２０１７
神奈川大学広報
委員会／編

角川文化振興財団 3-0500469027

文庫本
911.5

まど・みちお詩集 まどみちお 岩波書店 3-0500498248

913.6 暗黒グリム童話集 村田喜代子／文 講談社 3-0500474981
文庫本
913.6

猫が見ていた 湊かなえ 文藝春秋 3-0500502978

913.6 宮辻薬東宮 宮部みゆき 講談社 3-0500499008
913.6/ｱ 薫風ただなか あさのあつこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500500563
文庫本
913.6/ｱ

これは経費で落ちません！
２

青木祐子 集英社 3-0500481624

文庫本
913.6/ｱ

書店ガール　６ 碧野圭 ＰＨＰ研究所 3-0500503968

913.6/ｱ 福袋 朝井まかて 講談社 3-0500499016
ティーンズ
913.6/ｱ

幽落町おばけ駄菓子屋
星月夜の彼岸花

蒼月海里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500446596

ティーンズ
913.6/ｱ

幽落町おばけ駄菓子屋
〔９〕

蒼月海里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500482113

913.6/ｲ 悪左府の女 伊東潤 文藝春秋 3-0500495622
ティーンズ
913.6/ｲ

おこぼれ姫と円卓の騎士
新王の婚姻

石田リンネ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500505568

913.6/ｲ ＭＭ 市川拓司 小学館 3-0500505218
ティーンズ
913.6/ｲ

紅茶館くじら亭ダイアリー 伊佐良紫築 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500460777

913.6/ｲ 水底は京の朝 岩下悠子 新潮社 3-0500499029
文庫本
913.6/ｳ

覚悟の紅 上田秀人 光文社 3-0500503727

913.6/ｵ
真夜中のパン屋さん
午前５時の朝告鳥

大沼紀子 ポプラ社 3-0500496616

913.6/ｶ 疑薬 鏑木蓮 講談社 3-0500491276
文庫本
913.6/ｸ

からくり亭の推し理 倉阪鬼一郎 幻冬舎 3-0500495040

文庫本
913.6/ｺ

隠密同心幻の孤影　１ 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500496869

913.6/ｺ 変幻 今野敏 講談社 3-0500499018
文庫本
913.6/ｺ

連写 今野敏 朝日新聞出版 3-0500458501

あたらしく入った本
2017年9月

電話045(901)1225
文　学

（NDC900-999）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



913.6/ｻ 会津執権の栄誉 佐藤巖太郎 文藝春秋 3-0500481778
913.6/ｻ 怪盗桐山の藤兵衛の正体 佐藤雅美 文藝春秋 3-0500502839
913.6/ｻ 腐れ梅 澤田瞳子 集英社 3-0500502718
913.6/ｻ 敵討ちか主殺しか 佐藤雅美 講談社 3-0500499020

913.6/ｻ
泣き虫弱虫諸葛孔明
第５部

酒見賢一 文藝春秋 3-0500500127

文庫本
913.6/ｻ

風葬 桜木紫乃 文藝春秋 3-0500439872

文庫本
913.6/ｻ

船参宮 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500510854

913.6/ｻ 真夏の雷管 佐々木譲 角川春樹事務所 3-0500505308
文庫本
913.6/ｻ

夢三夜 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500502967

913.6/ｼ 暗闇のアリア 真保裕一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500504905
913.6/ｼ 煌 志川節子 徳間書店 3-0500503859

913.6/ｼ
わたしたちは銀のフォーク
と薬を手にして

島本理生 幻冬舎 3-0500495054

文庫本
913.6/ｽ

君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 3-0500483114

文庫本
913.6/ｽ

御上覧の誉 鈴木英治 双葉社 3-0500496918

ティーンズ
913.6/ｽ

週末は隠れ家でケーキを 杉元晶子 集英社 3-0500427361

913.6/ﾀ 左京区桃栗坂上ル 瀧羽麻子 小学館 3-0500501094
913.6/ﾀ 明治乙女物語 滝沢志郎 文藝春秋 3-0500503497
文庫本
913.6/ﾁ

鬼婆の魂胆 千野隆司 双葉社 3-0500504663

文庫本
913.6/ﾄ

仇討旅 鳥羽亮 幻冬舎 3-0500495034

913.6/ﾄ １９３４年の地図 堂場瞬一 実業之日本社 3-0500497562
文庫本
913.6/ﾄ

中山道の鬼と龍 鳥羽亮 祥伝社 3-0500487656

913.6/ﾅ ドクター・デスの遺産 中山七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500492686
913.6/ﾇ 影裏 沼田真佑 文藝春秋 3-0500508980
913.6/ﾊ 嵯峨野花譜 葉室麟 文藝春秋 3-0500504838
913.6/ﾊ とるとだす 畠中恵 新潮社 3-0500506847
文庫本
913.6/ﾋ

虚ろな十字架 東野圭吾 光文社 3-0500486189

913.6/ﾋ あなたの隣にいる孤独 樋口有介 文藝春秋 3-0500499659
913.6/ﾏ 標的 真山仁 文藝春秋 3-0500500942
913.6/ﾏ パーマネント神喜劇 万城目学 新潮社 3-0500499027
913.6/ﾐ 誰かが見ている 宮西真冬 講談社 3-0500479576
文庫本
913.6/ﾐ

リバース 湊かなえ 講談社 3-0500469744

文庫本
913.6/ﾓ

恋路ケ島サービスエリアと
その夜の獣たち

森晶磨 講談社 3-0500434970

913.6/ﾓ 深海の寓話 森村誠一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500501218
文庫本
913.6/ﾓ

水族館ガール　４ 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500506061

913.6/ﾓ
ボクたちはみんな大人にな
れなかった

燃え殻 新潮社 3-0500501640

913.6/ﾔ ジョン・マン　６　（順風編） 山本一力 講談社 3-0500499019
914/ｱ 風と共にゆとりぬ 朝井リョウ 文藝春秋 3-0500501240



914/ｱ 竜宮城と七夕さま 浅田次郎 小学館 3-0500497433
914/ｲ 孤独のすすめ 五木寛之 中央公論新社 3-0500503499
914/ｾ 生きてこそ 瀬戸内寂聴 新潮社 3-0500497392
914/ﾆ 子どものアトリエ 西巻茅子 こぐま社 3-0500481416
914/ﾊ 古都再見 葉室麟 新潮社 3-0500499026
914/ﾎ 今日はヒョウ柄を着る日 星野博美 岩波書店 3-0500503404
915 井上ひさしから、娘へ 井上ひさし 文藝春秋 3-0500478827
918 図書館情調 日比嘉髙／編 皓星社 3-0500495052

918 日本文学全集　２８
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500504504

923 世事は煙の如し 余華 岩波書店 3-0500496204
文庫本
932

新訳まちがいの喜劇 シェイクスピア ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500496873

文庫本
933/ｳ

フロスト始末　上
Ｒ．Ｄ．ウィング
フィールド

東京創元社 3-0500501192

文庫本
933/ｳ

フロスト始末　下
Ｒ．Ｄ．ウィング
フィールド

東京創元社 3-0500501194

ティーンズ
933/ﾄ

百万ポンド紙幣
マーク・トウェイン
／作

理論社 3-0500461801

文庫本
933/ﾌ

さあ、気ちがいになりなさい
フレドリック・ブラ
ウン

早川書房 3-0500428280

933/ﾎ 晩夏の墜落 ノア・ホーリー 早川書房 3-0500503466
文庫本
933/ﾛ

風の名前　４
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500499586

936 歴史の証人ホテル・リッツ
ティラー・Ｊ・マッ
ツェオ

東京創元社 3-0500501664

文庫本
943/ﾍ

デーミアン ヘッセ 光文社 3-0500495852

文庫本
953/ﾃ

エル フィリップ・ジャン 早川書房 3-0500503461

953/ﾌ
シュレーディンガーの猫を
追って

フィリップ・フォレ
スト

河出書房新社 3-0500496511

ティーンズ
953/ﾌ

ちいさな国で ガエル・ファイユ 早川書房 3-0500495573

文庫本
973

死の天使ギルティネ　上
サンドローネ・ダ
ツィエーリ

早川書房 3-0500499593

文庫本
973

死の天使ギルティネ　下
サンドローネ・ダ
ツィエーリ

早川書房 3-0500499594

ティーンズ
983

大きなかぶ チェーホフ／作 理論社 3-0500461802

文庫本
989

怒り　上
ジグムント・ミウォ
シェフスキ

小学館 3-0500503735

文庫本
989

怒り　下
ジグムント・ミウォ
シェフスキ

小学館 3-0500503737

ラベルの
記号

情報科学
007.3

躍進するコンテンツ、淘汰
されるメディア

角川歴彦 毎日新聞出版 3-0500493718

情報科学
007.6

アルゴリズム図鑑 石田保輝 翔泳社 3-0500494496

情報科学
007.6

１１歳からの正しく怖がるイ
ンターネット

小木曽健 晶文社 3-0500462522

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



情報科学
007.6

たった１日で即戦力のなる
Ｍａｃの教科書

佐々木正悟 技術評論社 3-0500470905

012 サインはもっと自由につくる 中川卓美 日本図書館協会 3-0500495078
017 学校司書という仕事 高橋恵美子 青弓社 3-0500482697

017
作ろう！わくわく図書館だ
より

太田敬子
全国学校図書館協議
会

3-0500488047

ティーンズ
017

読みたい心に火をつけろ！ 木下通子 岩波書店 3-0500498939

019 十歳までに読んだ本 西加奈子／ほか ポプラ社 3-0500504618
文庫本
019

ぼくの宝物絵本 穂村弘 河出書房新社 3-0500494485

021
はじめて学ぶデザインの基
本

小島トシノブ ナツメ社 3-0500452556

022
美篶堂とはじめる本の修理
と仕立て直し

美篶堂 河出書房新社 3-0500480531

049
もし文豪たちがカップ焼き
そばの作り方を書いたら

神田桂一 宝島社 3-0500494720

121 中江藤樹『翁問答』 中江藤樹 致知出版社 3-0500491899
141 神・時間術 樺沢紫苑 大和出版 3-0500479274

141
失敗できない社会人のた
めのあがり・緊張コントロー
ルメソッド３６

松本幸夫 青月社 3-0500494083

146.8 他人の目を気にしない技術 諸富祥彦 大和書房 3-0500497741
147 妻に龍が付きまして・・・ 小野寺Ｓ一貴 東邦出版 3-0500473329

147
「山の神様」からこっそりう
かがった「幸運」を呼び込
むツボ

桜井織子 宝島社 3-0500495146

159 あなただけじゃないんです 瀬戸内寂聴 自由国民社 3-0500506391

159 財布はいますぐ捨てなさい 金川顕教
サンライズパブリッシ
ング

3-0500476950

159 小さな習慣
スティーヴン・ガイ
ズ

ダイヤモンド社 3-0500483945

159 やり抜く脳の鍛え方 茂木健一郎 学研プラス 3-0500481368
164 新・神話学入門 山田仁史 朝倉書店 3-0500481407

209 世界の特別な１日
マルゲリータ・ジャ
コーザ

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500497791

210.6 「維新革命」への道 苅部直 新潮社 3-0500491747
210.6 明治維新の正体 鈴木荘一 毎日ワンズ 3-0500471801

210.7 消えゆく太平洋戦争の戦跡
「消えゆく太平洋
戦争の戦跡」編集
委員会／編

山川出版社 3-0500503534

221 今こそ、韓国に謝ろう 百田尚樹 飛鳥新社 3-0500497438
222 モンゴル帝国誕生 白石典之 講談社 3-0500496246
239 バルカン マーク・マゾワー 中央公論新社 3-0500498642
289/ｲ わが半生の裏街道 色川大吉 河出書房 3-0500497809
289/ｴ 大遺言 永拓実 小学館 3-0500501788
289/ﾔ 矢内原忠雄 赤江達也 岩波書店 3-0500498935

292.2
地球の歩き方　Ｄ　０９
（２０１７～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500499680

292.3
地球の歩き方　Ｄ　１８
（２０１７～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500499681

292.9
地球の歩き方　Ｄ　１５
（２０１７～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500493774



293.5
地球の歩き方　Ｄ　１９
（２０１７～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500497416

295
地球の歩き方　Ｂ　０１
（２０１７～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500499679

297
地球の歩き方　Ｃ　１１
（２０１７～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500501656

ラベルの
記号

302.3 「西洋」の終わり ビル・エモット 日本経済新聞出版社 3-0500503488

302.5
カリブ海世界を知るための
７０章

国本伊代／編著 明石書店 3-0500498414

304
言ってはならない日本のタ
ブー１００

西岡研介 宝島社 3-0500500139

304 声なき人々の戦後史　上 鎌田慧 藤原書店 3-0500500454

304
なぜ日本だけがこの理不
尽な世界で勝者になれる
のか

髙橋洋一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500483936

311 マキャベリの「君主論」
ニッコロ・マキャベ
リ

ウェッジ 3-0500497502

312.3 分解するイギリス 近藤康史 筑摩書房 3-0500494726

316
図解いちばんよくわかる最
新個人情報保護法

辻畑泰喬 日本実業出版社 3-0500497380

317 文部省の研究 辻田真佐憲 文藝春秋 3-0500481380

318.2
「小池劇場」が日本を滅ぼ
す

有本香 幻冬舎 3-0500495521

319 国際紛争
ジョセフ・Ｓ．ナイ，
ジュニア

有斐閣 3-0500482578

319.1
われらの北方領土
２０１６年版

外務省／編 外務省 3-0500485022

319.8 国家の矛盾 高村正彦 新潮社 3-0500461625

324
契約書式の作成全集
〔２０１７〕改訂新版

自由国民社 3-0500499115

324 これならわかる相続登記 河合星児 日本実業出版社 3-0500493174

324
３時間でわかる！図解民法
改正

熊谷則一 日本経済新聞出版社 3-0500500230

324 自分でする相続放棄 碓井孝介 日本加除出版 3-0500494693

331 大不平等
ブランコ・ミラノ
ヴィッチ

みすず書房 3-0500495985

331
中高の教科書でわかる経
済学　ミクロ篇

菅原晃 河出書房新社 3-0500492188

331
ビジュアル図でわかる経済
学

川越敏司 日本経済新聞出版社 3-0500497494

336.1
改正個人情報保護法対応
ブック

影島広泰 ぎょうせい 3-0500492543

336.2
仕事が速いのにミスしない
人は、何をしているのか？

飯野謙次 文響社 3-0500457215

336.2 「生産性」をあげる技術 石田淳 宝島社 3-0500504617
336.2 チームの生産性をあげる。 沢渡あまね ダイヤモンド社 3-0500501057

336.4
人事と組織の経済学
実践編

エドワード・Ｐ・ラ
ジアー

日本経済新聞出版社 3-0500482307

情報科学
336.5

システムを「外注」するとき
に読む本

細川義洋 ダイヤモンド社 3-0500497407

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



336.9
はじめてでもわかる簿記と
経理の仕事　’１７～’１８

堀江國明 成美堂出版 3-0500500837

338 生涯投資家 村上世彰 文藝春秋 3-0500498667

338
日経記者に聞く投資で勝つ
１００のキホン

日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500502467

338
ＨＩＧＨ　ＯＵＴＰＵＴ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ

アンドリュー・Ｓ・
グローブ

日経ＢＰ社 3-0500448591

339
図解わかる生命保険
２０１７－２０１８年版

ライフプラン研究
会／編著

新星出版社 3-0500494523

361.4 マッティは今日も憂鬱
カロリーナ・コルホ
ネン

方丈社 3-0500482308

361.6
家族システムの起源
１－〔上〕

エマニュエル・トッ
ド

藤原書店 3-0500396601

361.7
東京郊外の生存競争が始
まった！

三浦展 光文社 3-0500496237

365
都心の小さな家・マンション
に住み替える

ｓｕｍｉｃａ ダイヤモンド社 3-0500497409

366.2
これを知らずに働けます
か？

竹信三恵子 筑摩書房 3-0500503483

366.2
仕事のカタログ
２０１８－１９年版

自由国民社 3-0500481576

366.2
自由に合った働き方を手に
入れる！転職面接の話し
方・伝え方

丸山貴宏 高橋書店 3-0500492264

366.2
転職に向いている人転職し
てはいけない人

黒田真行 日本経済新聞出版社 3-0500491742

366.4
シンプルにわかる確定拠出
年金

山崎元 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500495202

367.3 帰宅恐怖症 小林美智子 文藝春秋 3-0500498314

367.3
子ども・パートナーの心を
ひらく「聴く力」

辰由加 秀和システム 3-0500498727

367.7
Ｑ＆Ａ日経記者に聞く安心
老後、危ない老後

後藤直久 日本経済新聞出版社 3-0500491743

367.7
図解わかる定年前後の手
続きのすべて
２０１７－２０１８年版

中尾幸村 新星出版社 3-0500494525

367.7 定年後 楠木新 中央公論新社 3-0500481355
文庫本
368

命のまもりびと 中村智志 新潮社 3-0500491682

372 子ども格差の経済学 橘木俊詔 東洋経済新報社 3-0500499991
373 ブラック奨学金 今野晴貴 文藝春秋 3-0500498311
ティーンズ
376.8

看護学部・保健医療学部 松井大助 ぺりかん社 3-0500482591

参考書
376.8

全国大学内容案内
２０１８年（平成３０年）入試
対策用

旺文社 3-0500505090

ティーンズ
376.8

理学部・理工学部 佐藤成美 ぺりかん社 3-0500494164

376.9 朝鮮大学校研究 産経新聞取材班 産経新聞出版 3-0500493776

377
スタンフォードでいちばん
人気の授業

佐藤智恵 幻冬舎 3-0500498964

377 反「大学改革」論 藤本夕衣／編 ナカニシヤ出版 3-0500493728



378
わが子の発達障害告知を
受けた、父親への「引継
書」

白山宮市 ぶどう社 3-0500490512

383.9
明治・日本人の住まいと暮
らし

モース 紫紅社 3-0500492618

385
子供に迷惑をかけないお
葬式の教科書

赤城啓昭 扶桑社 3-0500502474

392 在日米軍 梅林宏道 岩波書店 3-0500498936

ラベルの
記号

404 暮らしのなかのニセ科学 左巻健男 平凡社 3-0500497515
文庫本
404

創造的人間 湯川秀樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500463792

410
算数嫌いな子が好きになる
本

松島伸浩 カンゼン 3-0500504840

410
数学ガールの秘密のノート
積分を見つめて

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500502028

431 最初に読む光化学の本 前田秀一／編著 日刊工業新聞社 3-0500462904

440
世界でいちばん素敵な宇
宙の教室

多摩六都科学館
天文グループ／
監修

三才ブックス 3-0500500195

445 系外惑星と太陽系 井田茂 岩波書店 3-0500463308

454 図説日本の湿地
日本湿地学会／
監修

朝倉書店 3-0500500462

460 標本ＢＯＯＫ さとうかよこ 日東書院本社 3-0500492864

469
ホモ・サピエンスの誕生と
拡散

篠田謙一／監修 洋泉社 3-0500493318

472 高尾山の花と木の図鑑 菱山忠三郎 主婦の友社 3-0500500569

480 Ｚｏｏっとたのしー！動物園
小宮輝之／著・写
真

文一総合出版 3-0500500525

486 バッタハンドブック 槐真史 文一総合出版 3-0500499711

488
鳥類学者だからって、鳥が
好きだと思うなよ。

川上和人 新潮社 3-0500480525

491 うま味の秘密 伏木亨 思文閣出版 3-0500496218
491 カラダの知恵 三村芳和 中央公論新社 3-0500490006

492 病気がみえる　ｖｏｌ．１１
医療情報科学研
究所／編集

メディックメディア 3-0500498243

493.1
医療・介護連携で実現する
高齢者のための地域医療

佐藤貴久
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500502010

493.7
「人前に出るのが怖い」を
治す本

根本橘夫 秀和システム 3-0500445189

493.9
子どもの敏感さに困ったら
読む本

長沼睦雄 誠文堂新光社 3-0500497793

文庫本
494

明日この世を去るとしても、
今日の花に水をあげなさい

樋野興夫 幻冬舎 3-0500477956

495 子宮がん・卵巣がん
宇津木久仁子／
監修

講談社 3-0500460565

496 いびき女子、卒業！ 大場俊彦 主婦の友社 3-0500499137

497 歯痛の文化史
ジェイムズ・ウィン
ブラント

朝日新聞出版 3-0500495517

498
日本の医療、くらべてみた
ら１０勝５敗３分けで世界一

真野俊樹 講談社 3-0500462923

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



498.3 ずぼらヨガ 崎田ミナ 飛鳥新社 3-0500449276

498.5
飲食店の品質管理のしくみ
がわかる本

渡邉常和 同文舘出版 3-0500497001

507
技術者・研究者のための特
許検索データベース活用
術

小島浩嗣 秀和システム 3-0500461696

520 新米建築士の教科書 飯塚豊 秀和システム 3-0500471273
523 ライト式建築 井上祐一 柏書房 3-0500500006

537
洗車のテクニック＆メンテ
ナンス

カーケアジャパン
／監修

成美堂出版 3-0500480609

537
徹底カラー図解自動車のし
くみ

野崎博路／監修 マイナビ出版 3-0500498478

543
みんなの知らない世界の
原子力

海外電力調査会
／編著

日本電気協会新聞部 3-0500478040

情報科学
547.4

ゼロからはじめるＳｋｙｐｅス
マートガイド

リンクアップ 技術評論社 3-0500447636

情報科学
547.4

図解でわかる！モバイル
通信のしくみ

神崎洋治 日経ＢＰ社 3-0500500009

情報科学
548

ＶＲ〈仮想現実〉ビジネス成
功の法則

日経産業新聞／
編

日本経済新聞出版社 3-0500482303

563
錆・腐食・防食のすべてが
わかる事典

藤井哲雄／監修 ナツメ社 3-0500489660

ラベルの
記号

590 勝間式超ロジカル家事 勝間和代 アチーブメント出版 3-0500473528

590
すっきり暮らすための時間
とお金の使い方

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500486370

590 ときめき家事。 坂梨みさと オーバーラップ 3-0500499055

593.3
男の子と女の子のまいにち
パンツ

ブティック社 3-0500498238

594.2
基本がいちばんよくわかる
刺しゅうのれんしゅう帳

寺西恵里子 主婦の友社 3-0500480701

596.2 トルコ料理大全
メフィット・ディキメ
ン

誠文堂新光社 3-0500478090

596.6
型がなくても作れるデコ
レーションケーキ

森崎繭香 グラフィック社 3-0500477923

599
子育てのイライラ・怒りにも
う振り回されない本

篠真希 すばる舎 3-0500478709

599
０～３歳のこれで安心子育
てハッピーアドバイス

明橋大二 １万年堂出版 3-0500501195

599
０歳からのアドラー流怒ら
ない子育て

三宅美絵子 秀和システム 3-0500462996

599 ヨチヨチ父 ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社 3-0500482304

611 協同組合の源流と未来
日本農業新聞／
編

岩波書店 3-0500501037

611 ＪＡに何ができるのか 奥野長衛 新潮社 3-0500501648
615 カラスと人の巣づくり協定 後藤三千代 築地書館 3-0500498297

617
はっか油で楽しむ暮らしの
アイデア

重松浩子／監修 玄光社 3-0500502336

645 猫のしもべとしての心得 今泉忠明／監修 ＮＨＫ出版 3-0500499738
648 ミルクと日本人 武田尚子 中央公論新社 3-0500498640

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



671
図解最新ネットビジネスの
法律とトラブル解決法がわ
かる事典

服部真和／監修 三修社 3-0500497935

673
たった６２円で売り上げ倍
増！「感動はがき」マーケ
ティング

小林みのる 合同フォレスト 3-0500500838

675
プロ直伝！成功するマーケ
ディングの基本と実践

竹中雄三 ナツメ社 3-0500496332

686 駅格差
首都圏鉄道路線
研究会

ＳＢクリエイディブ 3-0500485875

686 全国現役観光列車図鑑
レインマンフォトオ
フィス

マイナビ出版 3-0500499824

686 東京に汽車があった頃 山口雅人 交通新聞社 3-0500501746
686 日本懐かし⇔鉄道大全 櫻田純 辰巳出版 3-0500502321
699 高嶋ひでたけの読むラジオ 高嶋秀武 小学館 3-0500492871

ラベルの
記号

702 江戸の美術大図鑑 狩野博幸／監修 河出書房新社 3-0500500029

702
もっと知りたいミケランジェ
ロ

池上英洋 東京美術 3-0500492953

706 東京美術館案内 昭文社 3-0500499082

723
アルチンボルドアートコレク
ション

アルチンボルド／
作

グラフィック社 3-0500494414

753
残したい手しごと日本の染
織

片柳草生 世界文化社 3-0500493173

754.9 週末でつくる紙文具 永岡綾 グラフィック社 3-0500502736
754.9 喜ばれる季節の折り紙 宮本眞理子 池田書店 3-0500497888
762.1 ピアニストだって冒険する 中村紘子 新潮社 3-0500501645
783.7 プロ野球・二軍の謎 田口壮 幻冬舎 3-0500474954

830
会話もメールも英語は３語
で伝わります

中山裕木子 ダイヤモンド社 3-0500426659

ラベルの
記号

郷土青葉
376.1

ビタミンママ幼稚園情報
ＶＭ「ビタミンママ」編
集部

3-0500500641

郷土
213

焼け跡に手を差しのべて
横浜都市発展記
念館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500496768

「あたらしく入った本」9月号は、平成29年7月から同29年8月までの間に、
山内図書館が受け入れた図書の一部をご紹介したものです。

(NDC700-899）
芸術・スポーツ・趣味・言語

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

郷土に関する本
（青葉区、横浜市、神奈川県）


